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東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)
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(本体価格)

No,10117 公開特許 平.11-18 75点  ￥25,700

No,9343       〃 平.6-10 57点  ￥23,400

No,10119       〃 平.14-18 67点 ￥23,300

No,9343       〃 平.5-13 60点  ￥15,000

No,9606       〃 平.5-14 89点  ￥20,000

No,9693       〃 平.6-15 99点  ￥23,000

No,9870       〃 平.7-16 100点  ￥27,400

No,9605       〃 平.5-14 87点  ￥20,000

No,10198       〃 平.17-19 82点  ￥24,600

No,9872       〃 平.14-16 82点  ￥22,300

No,9418       〃 平.4-13 80点  ￥17,900

No,9980       〃 平.10-17 78点  ￥23,400

No,9513       〃 平.10-14 74点  ￥14,800

No,8490       〃 平.5-9 73点  ￥28,600

No,9515       〃 平.10-14 71点  ￥14,200

No,8473       〃 平.5-9 69点  ￥25,700

No,9807       〃 平.7-16 79点  ￥19,800

No,9694       〃 平.6-15 100点  ￥23,000

No,9344       〃 平.5-13 71点  ￥17,800

No,9976       〃 平.10-17 70点  ￥24,500

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（メール宛先： kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

               〃

生分解性ゴミ袋とその製造方法

               〃

防鳥ネットの構造と装置

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

防獣フェンスの構造と施工法

既刊関連セットのご案内

野生動物撃退方法と装置

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３８０

お   申   込   書

犬猫等用忌避剤の組成

防虫シート材の製造加工方法

               〃

野生動物捕獲装置の構造

ねずみ捕獲装置の構造

米びつ用防虫剤の製造加工方法

カラス忌避剤の組成

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

               〃

ねずみ忌避剤の組成

ゴキブリ忌避剤の組成

               〃

カラス対策ゴミ袋とカバー
[公開編]平成11年～平成20年（10年間）　　88点

               〃

発音式鳥獣撃退装置

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

ゴキブリ捕獲器の構造

http://www.itdc-patent.com


1 鳥獣忌避剤組成物 株式会社ニッセイテクニカ 35 ゴミ袋
三井化学プラテック株式会
社

2 動物忌避具 山崎　一歩 36 カラス対策商品 真重　卓雄

3 汚物処理袋の製造方法 株式会社総合サービス 37 小動物忌避材及び小動物忌避方法 有限会社曽我商店

4 強化ごみ収集袋 株式会社清水興産 38 ゴミ収容袋体 岩田　圭司

5 有害動物忌避組成物 名豊工業株式会社 39
ペレット状動物忌避剤及び動物忌避ご
み袋ならびにその製造法

アリスケミカル株式会社

6
鳥獣類忌避剤、並びにその忌避剤を
付与した成型品お
・・・

インターテックエンジニアリ
ング株式会社

40 ゴミ袋
株式会社　アイアンドエル
ヤマダ

7 忌避剤および忌避部材 有限会社アイテック 41
鳥獣忌避剤及び該鳥獣忌避剤を噴霧
するために用いる噴霧器

有限会社梅原製作所

8 ゴミ袋噴霧式からす用忌避剤 佐々木　嘉保 42
銅イオン等、金属イオン水を基盤とす
る害鳥獣類忌避剤。銅イオン等、金属
イオンを含有する形成体による・・・

株式会社ディファイ

9
ゴミ袋等用動物忌避剤および忌避方
法

日本フイリン株式会社 43
鳥害防止用合成樹脂フィルム及びご
み袋

大倉工業株式会社

10
動物忌避塗料及びそれを塗布した物
品

有限会社日本テクモ 44 カラス対策ゴミ袋 福原　律子

11
動物忌避剤及び動物忌避剤の製造方
法

コーデックケミカル株式会
社

45
袋開閉自在ゴムバンド及びその使用
方法

天野　路子

12 動物忌避材 大日本塗料株式会社 46 ゴミ収納袋 金森　雅博

13 動物忌避剤 中村　正晴 47 鳥獣防止用成形体 学校法人東京理科大学

14 ゴミステ－ションカバ－ 西村　英毅 48
耐鳥害性防水層保護塗料およびその
塗膜の形成方法

日本特殊塗料株式会社

15 忌避剤 有限会社アイテック 49 鳥類忌避剤
バイエルクロップサイエンス
株式会社

16 ティーパック 小泉　豊 50 カラス除け被覆体 中島　昭三

17 害獣防止付ゴミ袋 永野　哲弘 51 ゴミ袋 三井化学ファブロ株式会社

18 カラス撃退用のごみ袋 株式会社プレスト 52
小動物忌避用組成物および小動物忌
避用シート

星野　一善

19
動物及び有害昆虫の駆除及び忌避剤
並びに徐放材

住環境向上樹木成分利用
技術研究組合

53 小動物忌避剤 星野　一善

20 カラス・ねずみ・防止ゴミ袋 森　勝暉 54 ゴミ袋カバー 金森　雅博

21 カラス退治用ゴミ袋の加工システム 株式会社サンワ 55
ごみ袋用唐辛子含有熱可塑性樹脂組
成物及びごみ袋

ライオン株式会社

22 ゴミ袋 有限会社　アドバンク 56 鳥忌避用ラベル 株式会社アスク

23
機能性シート、それを用いた播種用
シート及び生ごみ用袋

有限会社　グリーンスペック 57
カラスやネコが嫌がるセンブリ煎じ液を
水糊に混入した噴霧液。

小川　鐵男

24 ごみ袋 尾崎工業株式会社 58 害鳥忌避剤及びその使用方法
荏原エンジニアリングサー
ビス株式会社

25 動物忌避機能付きごみ袋 森本　重男 59 鳥類の忌避装置 株式会社サイガ

26 防護用シート 長瀬産業株式会社 60 ゴミ袋
株式会社ティー・ティー・
シー

27 ごみ袋容器 久野　いくよ 61 害鳥、果実用選択性反射光照射用具 畠山　英一

28 鳥獣類の忌避液 株式会社エコ・プロダクツ 62 散乱防止用覆い 酒井　正雄

29
害鳥忌避性銅合金、害鳥忌避資材、
及び鳥害を防止する方法

広島化成株式会社 63 散乱防止用覆い 酒井　正雄

30
含浸シート及びこの含浸シートを用い
た水きり袋及びごみ袋

武川　眞美 64 エレベーター用ブレーキ制御装置 株式会社日立製作所

31
有害生物排除型生分解性消滅ポリ
マー

廣島　利夫 65 鳥害対策用フィルム及びごみ袋 大倉工業株式会社

32
木酢液及びその製造方法並びに木酢
液を利用した駆除剤、忌避剤

株式会社アプロット 66 鳥害対策用フィルム及びごみ袋 大倉工業株式会社

33 ゴミ袋 梁　東輝 67 カラス防止用ゴミ袋
株式会社ティー・ティー・
シー

34 唐辛子を使ったゴミネット
株式会社遊歩クリエイト・
ジャパン 以下21点省略

カラス対策ゴミ袋とカバー　　　No.10380

[公開編]　　平成11年～平成20年（10年間）　　　　88点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥27,720    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥27,720　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥40,950　）
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